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編集方針
■ 本レポートの位置づけ

■ 報告期間
基本的には財務報告期間である「2017年度(2017年４月

～2018年３月)」を対象としていますが、現状に即した情報を

ご提供するため、一部のデータにつきましては、2018年度

の情報を含んでいます。

九電グループアニュアルレポート2018
の発行にあたって

■ 報告範囲
九州電力株式会社及びグループ会社

■ 発行時期
2018年7月 前回：2017年7月

次回：2019年７月予定

見通しに関する注意事項

　本レポートは2016年版より、株主・投資家の皆
さまに、当社が長期にわたり創出する企業価値を
ご理解いただくことを目的に、財務情報と非財務
情報を統合的に報告しています。
　本レポートの編集に際しては、国際統合報告評
議会（IIRC）が提唱している「国際統合報告フレー
ムワーク」を参考にしています。
　今後も本レポートに対する皆さまからのご意見
を参考にしながら、より分かりやすいレポートとな
るよう改善を図ってまいります。

■ Webサイトのご紹介
<IRサイト>株主・投資家の皆さまに向けた情報
http://www.kyuden.co.jp/ir_index.html 
より詳細な情報は、当サイトにてご覧いただけます。

当社グループは、2015 年「国連持続可能な開発サ
ミット」において採択された「持続可能な開発目標
（SDGs）」に向けた取組みに貢献していきます。

SDGs

 

本レポート中で述べられている九電グループの戦略や見通しなど、将来
の事項に関する記述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされた九電グ
ループの仮定及び判断に基づく将来の予想に関する記述であり、実際の
結果を保証するものではありません。様々な不確実性により実際の業

績、経営結果はこれらの記述とは異なる可能性があります。株主・投資家
の皆さまにおかれましては、本レポートに含まれます将来の見通しのみ
を根拠として投資判断をすることに対しては十分ご注意いただきたくお
願い申しあげます。

本レポートには、当社グループの事業について、株主・投資家

の皆さまへ特にお伝えしたい情報を集約して掲載しています。
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